
　　　※山口市環境部環境政策課　新エネルギー・温暖化対策担当
　　　　〒753-0214　山口市大内御堀496番地（清掃工場内）
　　　　E-mail: kankyo@city.yamaguchi.lg.jp         FAX: 083-927-1530

　応募用紙（チラシ裏面）に必要事項を記入の上、中国電力（株）から発行される
「電気ご使用量のお知らせ」（検針票）のコピー（３ヶ月分）を添付して、環境政策
課(※)※)※)※)にメール、郵送、ＦＡＸ、持参もしくは各地域交流センターへ持参によりお申
し込みください。

応募期限応募期限応募期限応募期限平成２６年７月～９月

賞　　品賞　　品賞　　品賞　　品

応募方法応募方法応募方法応募方法

すだれ・よしずすだれ・よしずすだれ・よしずすだれ・よしず
の活用の活用の活用の活用

白熱電球をLED白熱電球をLED白熱電球をLED白熱電球をLED
電球に！電球に！電球に！電球に！

平成２６年１０月２７日（月）

てててて すすすすここここ

前年同月比（３ヶ月累計）で電気使用量を削減された世帯の中から、抽選で30名様に
地域特産品を差し上げます。

とととと

※　健康に配慮して、無理な節電は決してしないでください。
※　家族構成の変更等、節電によらず電気使用量が減少した場合は、応募をご遠慮ください。
※　個人情報についてはコンテスト運営のみに使用し、その他の目的には一切使用しません。

省エネ家電への省エネ家電への省エネ家電への省エネ家電への
買い替え買い替え買い替え買い替え

参加対象参加対象参加対象参加対象

問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 山口市環境政策課　TEL：083-941-2181

取組期間取組期間取組期間取組期間

扇風機扇風機扇風機扇風機
の利用の利用の利用の利用

電気使用量の電気使用量の電気使用量の電気使用量の
削減削減削減削減

冷蔵庫の設定を冷蔵庫の設定を冷蔵庫の設定を冷蔵庫の設定を
「強」⇒「中」「強」⇒「中」「強」⇒「中」「強」⇒「中」

緑のカーテン緑のカーテン緑のカーテン緑のカーテン
の設置の設置の設置の設置

市内の各世帯

節節節節 ECOなことECOなことECOなことECOなこと
始めよう始めよう始めよう始めよう 電電電電

んんんん

待機電力待機電力待機電力待機電力
OFFOFFOFFOFF

冷房設定温度冷房設定温度冷房設定温度冷房設定温度
２８℃２８℃２８℃２８℃

市市市市

ライトダウンライトダウンライトダウンライトダウン 省エネモード省エネモード省エネモード省エネモード
こまめにこまめにこまめにこまめに

消す消す消す消す

山山山山 保温を保温を保温を保温を
控える控える控える控える 口口口口 省エネグッズ省エネグッズ省エネグッズ省エネグッズ

の活用の活用の活用の活用
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資料４　主な事業の他市事例

1013732
フリーテキスト
「省エネルギーコンテストの実施」の事例①　山口市



 

 優秀な家庭には、 

表彰状・記念品を 

贈呈 
 

 

 今夏の各ご家庭での「節電」を応援するため、加須市節電

行動プランに基づき、電力消費量の削減割合及びその取組を

競う『家庭の節電コンテスト』を実施します。優秀家庭には、

後日、表彰式を開催し、表彰状と記念品を贈呈します。 

 参加賞もご用意していますので、ぜひご参加ください。 

 

 対   象  市内の一般家庭（ただし、前年８月１日以降に太陽光発電システム

を設置し比較条件が変わった家庭は除きます。） 

 審査項目  「本年８月の電力使用量」と「前年８月の電力使用量」との 

削減割合 及び 節電への取組 

 応募期間  平成２６年 ９ 月 ８ 日（月）～平成２６年 ９ 月２６日（金） 

 応募方法   ① 裏面の応募用紙に、住所・氏名等の必要事項の記載と、９月に  

東京電力㈱から送付される『平成２6 年９月分電気ご使用量の 

お知らせ』から、電力使用量等を転記します。 

② 必要事項を記入した応募用紙と『９月分電気ご使用量のお知らせ

(コピー可)』を添えて、本庁舎環境政策課または各総合支所環境経

済課へご持参または郵送してください。（郵送は、２6 日必着です） 

※グリーンカーテンを設置した場合は、設置状況が分かる写真を一緒

に提出してください。（グリーンカーテン賞もあります。） 

 表  彰  成績上位 6 家庭（グリーンカーテン賞 1 家庭含む） 

に表彰状及び記念品を贈呈します。 

        ・体調を崩すような無理な節電は控えてください。 

       ・エアコン等は適切に使用するなど、熱中症には  

十分注意しましょう。 

お問合せ 加須市環境政策課 環境政策担当 長沼・小林 

     〒347-8501  加須市下三俣２９０番地 

     電話 ０４８０－６２－１１１１（内線２３１） 

 

注意  

 参加賞も 
あります。 

1013732
フリーテキスト
「省エネルギーコンテストの実施」の事例②　加須市



 

宝塚市再生可能エネルギー啓発事業 

平成25年度（2013年度）の事業の概要 

2014年3月9日(日) 市立西公民館 

再生可能エネルギーをみんなで考える懇談会④ 

講師：名古屋大学大学院環境学研究科准教授 丸山

氏・環境エネルギー政策研究所 古屋氏、山下氏 

2014年2月15日(土) 
西谷ふれあい夢

プラザ 

講演会「エネルギーと西谷の未来～再生可能エネルギーで

まちづくり～」 

講師：環境エネルギー政策研究所 古屋氏・株式会社

宝塚すみれ発電 井上氏 

2014年1月19日(日) 市立西公民館 

再生可能エネルギーをみんなで考える懇談会③ 

講師：環境エネルギー政策研究所 飯田氏、古屋氏、

吉岡氏 

2013年11月17日(日) 市立西公民館 

再生可能エネルギーをみんなで考える懇談会② 

講師：環境エネルギー政策研究所 古屋氏、吉岡氏、

山下氏 

2013年10月14日(祝) 
地域利用施設南

口会館 

ワークショップ～「ソーラーキットで電気を手作り」～ 

共催：NPO法人 新エネルギーをすすめる宝塚の会 

2013年7月26日(金) 

2013年7月27日(土） 
静岡市 

再生可能エネルギー視察ツアー in 静岡 

～みんなで行こう 再エネ先進都市 しずおか～ 

講師：しずおか未来エネルギー株式会社代表取締役 

服部乃利子氏・ほうとくエネルギー株式会社取締役副

社長 志澤昌彦氏 

2013年6月29日(土) 市立西公民館 

再生可能エネルギーをみんなで考える懇談会① 

講師：環境エネルギー政策研究所 古屋氏、吉岡氏、

山下氏 

2013年6月8日(土) 市立東公民館 

「みんなでつくろう 宝塚エネルギー」事業 第1弾 

先進地に学ぶ再生可能エネルギー事業の普及 

講師：高知県高岡郡梼原町環境モデル都市推進室担

当 那須俊男氏・おひさま進歩エネルギー株式会社代

表取締役 原亮弘氏 
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フリーテキスト
「エネルギーに関する勉強会」「市民協働発電所の支援」の事例　宝塚市



非営利型株式会社 宝塚すみれ発電 
 
○沿革 

1981年5月 「原発の危険性を考える宝塚の会」を設立 

2011年3月 福島原発事故が起こる。 

2011年6月 宝塚市議会に「再生可能エネルギーでまちづくりをしてほしい」と請願・採択 

2012年5月 「新エネルギーをすすめる宝塚の会」を設立 

2012年9月 NPO法人として認定。「NPO法人新エネルギーをすすめる宝塚の会」 

2012年12月 市民発電所「宝塚すみれ発電所 第1号」完成 

2013年5月 「合同会社宝塚すみれ発電所」設立 

2013年11月 市民発電所「宝塚すみれ発電所 第2号」完成 

2013年12月 「株式会社宝塚すみれ発電」へ組織変更 

 
○市民発電所 

  宝塚すみれ発電所第1号 宝塚すみれ発電所第2号 

住   所 宝塚市大原野字森34-1 宝塚市川面長尾山15-146 

設 備 費 3,150,000円 18,000,000円 

年間平均予想発電量 11,100kWh 52,668kWh 

年間売電収入 462,000円（＠42円/kWh） 2,106,720円（＠40円/kWh） 

借 地 代 30,000円/年 120,000円/年 

土地賃貸借契約期間 2013年1月から20年間 2013年11月から20年間 

太 陽 電 池 
240W×24枚（5.76kW） 

200W×27枚（5.40kW） 
140W×342枚（47.88kW） 

パワーコンディショナー 単相３線型5.5kW×2 三相三線式10kW×2 
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「省エネルギー診断の斡旋」の事例　兵庫県



uchi-eco eco-hyogo.jp



   
 

 

 

 

 

 
 
  

  省エネ啓発機器とは 
  測定器をご家庭の分電盤に取り付けたり、コンセントに差し込んだりすることで、電気使用量を測定し、数字で

“見える化”することができる機器です。リアルタイムに電気使用量を知ることができるので、節電に取り組む際

の目安とすることができます。 

  

貸出機器 
Ⅰ 省エネナビ・・・家全体の電気使用量測定 

ご家庭の分電盤（ブレーカー）に測定器を取り付け、電気使用量をリアルタイムに測定し、表示する機器です。 

目標値が設定でき、電気を使いすぎた場合にお知らせする機能があります。 

 Ⅱ 簡易測定器・・・機器毎の電気使用量測定 

   コンセントに差し込むことで、つないだ電気機器の電気使用量を測定します。 

  

  貸出内容 
 ＜内 容＞ 省エネ啓発機器を希望者に貸出します。 
 

 ＜対 象＞ 市内に住所を有し、省エネ啓発機器の設置が可能な分電盤及びコンセントのある住居にお住まいの方 
 

 ＜貸出条件＞ Ⅰ 省エネナビ・・貸出期間 １ヶ月 ～ １年 、貸出台数 １世帯１台 

Ⅱ 簡易測定器・・貸出期間 １ヶ月 ～ ３ヶ月 、貸出台数 １世帯２台 
 

＜申込方法＞「姫路市省エネ啓発機器貸出申請書（様式１）」に必要事項を記入の上、郵送にて、姫路市環境政策室に提出 

してください。※貸出機器に限りがありますので、状況により貸出予約となる場合があります。 

         申請書は、市ホームページ http://www.city.himeji.lg.jp/_29026.html よりダウンロードできます。 
 

 ＜そ の 他＞・機器の取付けはご自身で行っていただきます。（工事不要で設置できます。） 

・省エネナビは、太陽光発電システムを設置した家庭では使用できません。 

・機器の受渡し時には氏名、住所が確認できる書類が必要です。 

・貸出料は無料ですが、機器の使用により発生する電気料金等、設置・動作に係る経費はご負担いただきます。 

・設置期間の電気使用データの提供及びアンケートにご協力ください。 

※ 貸出機器の仕様等、詳細については、お問い合わせください。 

 

 

 

 

＜申込み・問合せ先＞ 
 姫路市環境政策室 

〒670-8501 姫路市安田四丁目 1番地 
  TEL：079-221-2468  FAX：079-221-2469 
  電子メール：kankyoho@city.himeji.hyogo.jp 

電気代が上がるので、「節電に取り組みたい！」が、どうすればいいかわからない。 

そんなあなたに・・・ 省エネ啓発機器をつかえば、 

ご家庭での電気使用量が“見える化”できます。  

☆ あなたのライフスタイルをチェックしてみませんか ☆ 

毎日の電気使用量が見 

えるから、手軽に節電 

に取り組めま～す。☆ 

http://www.city.himeji.lg.jp/_29026.html
1013732
フリーテキスト
「省エネルギー支援グッズの貸与」の事例①　姫路市
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06 4708 7474 06 6222 3262 adagiojp@lake.ocn.ne.jp

1/3

2014/10/23http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000128667.html

mailto:adagiojp@lake.ocn.ne.jp
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「省エネルギー支援グッズの貸与」の事例②　大阪市
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2014/10/23http://www.hamamatsu-solar.com/service.html

http://www.hamamatsu-solar.com/service.html
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「太陽光発電推進マッチング事業の実施」の事例　浜松市
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「公共施設の民間事業者への太陽光発電設備の整備」の事例　尼崎市
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尼崎市太陽光発電設備設置に係る公共施設屋根貸し事業の流れ 

尼崎市 書類の流れ 事業者 備考 

公募期間中 

から 

事業者決定 

まで 

協定締結 

から 

設置工事 

まで 

・施設見学申込 

・設計図面等閲覧申込 

・質問書の提出 

・施設見学受付 

・設計図面等閲覧受付 

・質問書の受付及び回答 

質問書（回答） 

企画提案書等の作成及び提出 企画提案申請書及び添付書類 
選定委員会にて、選定基準に基づ

く審査の上、事業者を決定 

選定結果通知 

協定書 協定内容の確認及び締結 協定書内容の確認及び締結 

設置工事計画等の日程調整 設置工事計画等の日程調整 

屋根及び施設の耐久性を証明す

る書類の作成及び提出 
耐久性確認証明書類 

・国への設備認定申請 

・電力会社との接続検討及び需給

契約申込 

・施設見学申請書 

・設計図面等閲覧申請書 

・質問書 

施設見学への参加の有無は

企画提案書等の提出に必要

な条件ではありません。ま

た、設計図面等閲覧申込及

び質問書については必要に

応じて提出してください。 

法人格未取得の団体は協定

締結日までに法人格を取得

してください。 

設備が 50kW 未満の場合、設

備認定申請はインターネッ

トからできます。また、JET

認証品を導入予定の場合、

接続検討を省略することが

できます。本市 HP に手続き

の流れが掲載されています

ので、参考にしてください。 

募集期間は 10月 1日（水）

から 11 月 14 日（金）まで

です。 



尼崎市太陽光発電設備設置に係る公共施設屋根貸し事業の流れ 

尼崎市 書類の流れ 事業者 備考 

協定締結 

から 

設置工事 

まで 

設置後 

行政財産使用許可申請書の提出 行政財産使用許可申請書 

使用料の支払い 

行政財産の使用許可 

行政財産使用許可書 

歳入の受入 

設置工事開始 

発電設備、加入保険内容、使用面

積や災害時の電力供給方法等の

確認 

発電事業の開始 

設備の維持管理 

トラブル等への対応 

定期メンテナンス等の日程調整 定期メンテナンス等の日程調整 

行政財産の使用許可更新申請書

の提出 
行政財産使用許可更新申請書 行政財産の使用許可 

行政財産使用許可書 

行政財産使用許可申請書は

施設所管課へ提出してくだ

さい。 

使用許可後、使用料を指定

された期日までに速やかに

納付し、以降毎年指定され

た期日までに納付してくだ

さい。 

期間満了の 30 日前までに

更新手続きを行い、使用許

可を受けてください。 
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西宮市地球温暖化防止推進事業所
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「家電製品販売員等による省エネルギーマイスター事業の実施」の事例①　東京都
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「家電製品販売員等による省エネルギーマイスター事業の実施」の事例②　京都府


